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著作権情報 

Copyrights ©  Lumens Digital Optics Inc.、全権留保。 

 

Lumensは、Lumens Digital Optics Inc.の登録商標です。 

 

Lumens Digital Optics Inc.からの授権がない限り、製品購入後のバックアップの目的

以外、このファイルを複写、複製または転送することが禁止されます。 

 

製品を改良し続けるために、Lumens Digital Optics Inc.は事前の通知なしに製品仕

様を変更する権利を留保します。このファイルの情報は事前の通知なしに変更される

場合があります。 

 

この製品の使用法を正しく説明または記述するために、本マニュアルには他の製品名

または会社名に言及する場合があります。その場合、いかなる権利侵害の意図もあり

ません。 

 

保証の免責事項：Lumens Digital Optics Inc.は、発生しうるいかなる技術的な編集上

の誤りまたは脱落に対する責任も負わず、また、このファイル提供あるいはこの製品の

使用または操作から生じるいかなる偶発的または関連する損傷に対しても責任を負い

ません。 
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第 1章 安全上の指示 

カメラコントローラの設定および使用時には、常に以下の安全指示事項に従ってくださ

い： 

1. アタッチメントは推奨する方法でのみ使用してください。 

2. カメラコントローラ上に記載してある電源タイプを使用してください。使用可能な電

源のタイプが分からない場合は、ディーラーまたは最寄の電気会社に相談してく

ださい。 

3. プラグを扱うときは常に以下の安全上の注意事項に従ってください。注意に従わ

ないと火花が散ったり火災が発生する恐れがあります。 

 プラグをソケットに挿す前に埃が付着していないことを確認してください。 

 プラグがソケットにしっかりと挿入されていることを確認してください。 

4. 壁コンセント、延長コードまたはマルチウェイプラグボードに負荷を掛けすぎない

ようにしてください。負荷を掛けすぎると火災または感電の原因になる場合があり

ます。 

5. コードを踏むような場所にカメラコントローラを設置しないでください。コードまたは

プラグが擦り切れたり損傷する可能性があります。 

6. カメラコントローラの内部にどんな種類の液体もこぼさないでください。 

7. このユーザーマニュアルで具体的に指示している場合を除き、自分でこの製品を

修理しようとしないでください。カバーを開けたり外したりすると、危険な電圧やそ

の他の危険に晒される恐れがあります。修理はすべて資格のある修理担当者に

お任せください。 

8. 雷が鳴っているとき、または長期間使用しない場合は、カメラコントローラのプラ

グを抜いてください。カメラコントローラやリモートコントローラを車など、振動する

機器または熱くなっている物の上に置かないでください。 

9. 以下に記載した状況が発生したときは、カメラコントローラの電源プラグを壁コン

セントから抜いて、資格のある修理担当者に修理を依頼してください： 

 電源コードまたはプラグが損傷しているか擦り切れている場合。 

 カメラが液体、雨または水で濡れた場合、 

 

<注>リモートコントローラに不適切なタイプのバッテリを使用すると故障する可能性が

あります。使用済みバッテリの処分方法については、関連する指示に従ってください。 

 



 日本語- 4 

 安全上の注意 

警告：火災または感電の危険を減らすために、この装置を雨または湿気に晒さないで

ください。 

カメラコントローラを長時間使用しない場合は、電源コンセントからプラグを抜いてくださ

い。 

 

                                     

注意：感電の危険を減らすために、カバー(または後部カバー)を外さないでください。機器の内部

にはユーザーが修理できる部品はありません。修理は資格のある修理担当者にお任せください。 

 

このシンボルは、この装置に

は感電を引き起こす可能性

のある危険な電圧が使用さ

れることを示しています。  

このシンボルは、本ユニットに

対するこのユーザーマニュア

ルに重要な操作およびメイン

テナンス手順が含まれている

ことを示しています。 

 

 FCC警告 

このカメラコントローラは、FCC規則の条項 15-Jに基づいてテストされ、クラスAデジタ

ル機器に関する制限に準拠することが確認されています。これらの制限は、商業用設

備における有害な干渉に対して適切な保護を提供することを目的としています。 

 

このデジタル装置は、カナダ産業省の ICES-003「デジタル装置」という標題の干渉妨

害規則で決められているように、デジタル機器からの無線干渉のクラス A制限を超え

ていません。 

 

 

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables 

aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material 

brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie. 

 

 EN55032 (CE放射)警告 

住居環境での当装置の使用は電磁波の干渉を生じる可能性があります。  

注 

感電の危険性 

開けないでください 
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第 2章 製品情報 

2.1 はじめに 

このコンパクトなカメラコントローラは、フル機能のシステムキーボードです。人間

工学に基づいたデザイン、多機能、高信頼性、そして簡単な操作の機能を備えた、

堅牢な PTZカメラ、ビデオ会議カメラ、監視カメラなどに最適なコントローラです。 

 

2.2 機能 

 パン/チルト/ズーム/フォーカス制御、人間工学に基づいたデザイン、優れた仕

上げのための 4Dジョイスティック； 

 高輝度 OLEDディスプレイ； 

 自動バックライトキー； 

 違法な操作や設定からのマルチレベルの保護； 

 マルチボーレートとプロトコル； 

 255アドレス； 

 システム内のバッチプログラムカメラ； 

 携帯機能を備えたコンパクト設計； 

 

2.3 技術データ 

ネットワークインタフェ

ース 

RS-232/RS422 

プロトコル VISCA/PELCO-D  

ボーレート 9600bps、38400bps 

アドレス 1 ~ 255 

ジョイスティック 4軸(左/右、上/下、ズームイン/ズームアウト、フォーカス調整

（近）/フォーカス調整（遠）） 

ディスプレイ OLED 

電力 DC12V 

消費電力 <2W 

作業温度 0°C ~ +40°C 

保存温度 -20°C ~ +60°C 

相対湿度 ≤ 90% (結露なし) 

寸法 200 mm (L) * 120 mm (W) * 103 mm (H) 

重量 0.5キログラム 
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2.4 部品と外観 

 

 

 

0 ~ 9 (数字) 

これらのキーは数字の入力用です。 

CALL (プリセット値を呼び出す) 

プリセット番号を入力し、CALLキーを

押してプリセット値を呼び出します。 

CAMERA (カメラを切り替える) 

カメラ番号を押してカメラキーで

CAMERA を切り替えます。  

SET(プリセット値を設定/クリアする) 

プリセット番号を入力し、SET キーを押し

てプリセットを設定または削除します（短

押しで「設定」、長押しで「クリア」）。 

SETUP (設定メニューに入る) 

SETUP キーを押してメニューに入り、キ

ーボードをプログラムします。 

MIRROR (画像をフリップ（上/下反

転）する) 

MIRRORキーを押してカメラ画像の反転

を制御します。 

(普通/ミラー/フリップ/ミラー+フリップ) 

 

BACK LIGHT (逆光補正をオン/オフす

る) 

逆光補正をオン/オフするには、BACK 

LIGHT キーを押します。 

FREEZE画像をフリーズ表示 

カメラの画像フリーズを制御するには、

FREEZE キーを押します。 

LOCK (キーボードをロックする) 

LOCK キーを押してコントロールキーボー

ドをロックし、ユーザーパスワードを入力し

てキーボードのロックを解除します。 

POWER (電源スイッチ) 

POWER をクリックしてカメラをオン/オフし

ます。 

エスケープ(終了/削除) 

メニュー内で終了する、または他の操作で

削除するためのキーです。 

入力 (確認) 

メニュー設定値の確認用です。 

BRT- (輝度を下げる) 

BRT-キーを押して画像の輝度を下げま

13 

12 

11 

10 

9 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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す。 

ジョイスティック 

このジョイスティックはパン、チルト、ズー

ム、フォーカスに使用されます。 

非メニュー状態： 

左/右/上/下:対応してカメラをパン/チルト

します。 

時計回り：ズームイン  

反時計回り：ズームアウト 

ズーム/フォーカス切り替えキーを押して

回す：フォーカス調整（近）/（遠） 

メニュー状態： 

右：サブメニューに入るか確認します。 

左：前のメニューに戻るか終了します（一

部の返却不可能なメニューを除外）。 

上：最後のオプションに移動します。 

下：次のオプションに移動します。 

 
 

BRT+ (輝度を上げる) 

BRT+キーを押して画像の輝度を上げま

す。 

ズーム/フォーカスの切り替えるキー 

このキーは、ズーム機能とフォーカス機能

を切り替えるために使用されます。  

操作：このキーを押すと、ジョイスティック

の近くにある明るい十字形のインジケータ

が消えます。ジョイスティックを持ってズー

ムイン/ズームアウトします。もう一度この

キーを押すと、インジケーターの十字が明

るくなり、ジョイスティックを回すとフォーカ

ス値が調整されます。 

メニュー(カメラメニューに入る) 

このキーはカメラメニューに入るために使

用されます。 

 

 

 

17 

16 

14 15 
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2.5 接続 

2.5.1 接続 

 

 

 

カメラ 
ディスプレイ 

電源 

コンパクトカメラ 

コントローラ 

電源 DC12V 

 RS232入力 

RS-422 

カメラ 
ディスプレイ 
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2.5.2 RS-422ピン配列の表示 

ピン番号 機能 

1 GND 

2 RXD IN- 

3 RXD IN+ 

4 TXD IN- 

5 TXD IN+ 

 

2.5.3 RS232ピン配列の表示 

ピン番号 機能 

1 利用不可 

2 利用不可 

3 TXD 

4 GND 

5 RXD 

6 利用不可 

7 利用不可 

8 利用不可 
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第 3章 設定メニュー 

[注釈] リモコン上の[設定]を押して設定メニューに入ります。 下表内にある太字の下

線付きの値はデフォルト値です。  

第 1レベル 

主要項目 

第 2レベル 

副次項目 

第 3 レベル 

調整値 

機能の説明 

カメラ設定 

(CAMERA 
SETTING) 

カメラ ID 

(CAMERA ID) 
1 ~ C ~ 255 

カメラ IDを設定 

VISCA は ID 1〜7 での

み機能します。 

プロトコール 

(PROTOCOL) 

V V:VISCA，ID 1 ~ 7 

PD 
PD:PELCO D， ID 8 ~ 

255 

ボーレート 

(BAUD RATE) 

1. 9600 

2. 38400 

ボーレートを設定する。こ

のボーレートはカメラの

ボーレートと同じでなけ

ればなりません。 

アドレス 

(ADDRESS) 
1 ~ C ~ 255 

カメラのアドレス。このア

ドレスはカメラの ID と同

じである必要がありま

す。 

時刻設定 

(TIME 
SETTING) 

時刻設定 

(SET TIME) 
xx:xx:xx 

24 時間形式で時刻を設

定する 

時間表示 

(TIME 
DISPLAY) 

- 
1. オン 

2. オフ 
時間表示を設定する 

音量設定 

(VOLUME 
SETTING) 

- 
1. オフ 

2. 1~6 

コントローラの音量を調

整します 

キーボードライ

ト 

(KEYBOARD 
LIGHT) 

- 

1. 自動 

2. オン 

3. オフ 

コントローラバックライト

のオン/オフを設定します 
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スリップ設定 

(SLEEP 
SETTING) 

- 

1. オフ 

2. 60分 

3. 30分 

4. 10分 

5. 5分 

6. 1分 

7. 30秒 

コントローラのスリップタ

イムを設定します。 

暗証番号設定 

(PIN 
SETTING) 

- 
1. USER 

2. ADMIN 

コントローラの USER 

PIN と ADMIN PIN を設

定します。 

ジョイスティック

キャリブレーシ

ョン 

(JOYSTICK 
CALIB) 

左にパン 

(PAN LEFT) 
- 

ジョイスティックを左にキ

ャリブレートします。 

右にパン 

(PAN RIGHT) 
- 

ジョイスティックを右にキャ

リブレートします。 

ティルト・アップ 

(TILT UP) 
- 

ジョイスティックを上にキャ

リブレートします。 

ティルト・ダウン 

(TILT DOWN) 
- 

ジョイスティックを下にキャ

リブレートします。 

（ズームテレ 

(ZOOM TELE) 
- 

ジョイスティックをズームテ

レ端にキャリブレートしま

す。 

ズームワイド 

(ZOOM WIDE) 
- 

ジョイスティックをズームワ

イド端にキャリブレートしま

す。 

フリー状態 

(FREE STATE) 
- 

設定メニューであり、操

作が不要です。 

- 保存 
キャリブレーションの設定

値を保存します。 

- キャンセル 
キャリブレーションの設定

値をキャンセルします。 

速度設定 

(SPEED 
SETTING) 

- 

1. 高 

2. 中 

3. 低 

ジョイスティックの制御速

度を設定します。 

デフォルト設定 

(DEFAULT 
SETUP) 

- 
1. はい 

2. いいえ 

キーボード設定を工場出

荷時のデフォルト設定値

に戻します。 
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情報 

(INFORMATI- 
ON) 

- - 
コントロールキーボード

の関連情報 
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第 4章 メニュー操作 

電源を入れると、コントローラの画面に「USER PIN」が表示されます。初期暗証

番号は 「111111」です。 

 暗証番号エラーの場合：画面に「USER PIN：ERROR」と表示されたとき

は、間違った暗証番号が入力されたことを示しています。次のステップに

進むために正しい暗証番号を入力してください 

 正しい暗証番号の場合：画面に「 1」カメラアイコンとデフォルトのカメラ

番号が表示されます。それ以上長時間操作がない場合は、画面に現在時

刻が自動的に表示されます。それでも操作がない場合、コントローラはス

リープモードに入ります。 

OSD メニューに入る 

SETUP キーを押します。 

画面に「ADMIN PIN:」が表示されます。初期 admin暗証番号は「111111」で

す。  

 

4.1 カメラ設定 

カメラのカメラ ID（1〜255の範囲）、対応するプロトコル、ボーレート、IPアド

レスを設定します。それからすべてのカメラはそれらの相対的なカメラ IDを

選ぶことによって簡単に制御することができます。  

1. ジョイスティックを上/下に動かし、「カメラ設定」を選びます。 

2. ジョイスティックを右に動かすか ENT キーを押してメニュー「 ：」に入り

ます。数字キーを押してカメラ番号を入力します（1〜255の範囲）。入力

数がこの範囲を超えると、システムは「ERROR」を表示します。設定が

終わったら、ENTキーを押して確定します。 

3. 「プロトコル」設定メニュージョイスティックを上/下に動かし、プロトコル（V 

/ PD）を選択します。<注> VISCAはカメラ ID 1〜7でのみ機能します。 

4. ボーレート設定ジョイスティックを上/下に動かしてボーレートを選択し、

ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して確定します。 
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5. アドレス設定。設定するカメラの IPアドレスを入力します（1〜255）。確

認するために ENT を押してください。 

6. カメラの設定が完了すると、システムは自動的にメインメニューに戻りま

す。 

 

4.2 時間設定 

時間を 24時間形式で設定します。 

1. ジョイスティックを上/下に動かして、「TIME SETTING」を選択してくださ

い。 

2. ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して時間設定メニューに入ると、

「H」時間が編集可能になります。キーパッドから数字を入力するか、ジ

ョイスティックを上/下に動かして「H」を設定します（範囲：0〜23）。 

キーパッドで数字を入力した場合、時間が設定された後、それは自動的

に 「M」分の設定に入ります。 

ジョイスティックで設定した場合は、ジョイスティックを右に動かして「M」

分の設定にしてください。ジョイスティックを左右に動かして、「H」、「M」、

「S」の設定から選択します。 

3. 「M」分設定メニュー「M 」分と「S」秒を設定します。「H」時の設定を参照

してください。 

4. ENT を押して保存してメインメニューに戻ります。 

 

4.3 音量設定 

音量は 6段階で選択可能です。 

1. ジョイスティックを上/下に動かし、「音量設定」を選択してください。 

2. ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して「VOLUME SETTING」に

入ります。設定後、ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して確定し

ます。 

 

4.4 バックライト設定 

バックライトモードでは、非常に暗い環境でもキー操作が可能です。 
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1. ジョイスティックを上/下に動かし、「BACKLIGHT MODE」を選択してくだ

さい。 

2. ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して「BACKLIGHT MODE」

に入ります。ジョイスティックを上/下に動かしてバックライトオプションを

選択します。ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して確定します。 

 

4.5 スリープ設定 

コントローラのスリープタイムを設定します。非メニューモードでは、指定され

た期間内に操作が行われないと、画面はスリープモードに入ります。 

1. ジョイスティックを上/下に動かし、「SLEEP SETTING」を選択してくださ

い。 

2. ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して「SLEEP SETTING」に入

ります。ジョイスティックを上/下に動かして、スリープ時間を選択します。

ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して確定します。 

 

4.6 暗証番号設定 

コントローラのユーザー暗証番号と管理暗証番号を設定します。 

1. ジョイスティックを上/下に動かし、「PIN SETTING」を選択します。 

2. ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して「PIN SETTING」を入力し

てください。ジョイスティックを上/下に動かして、PIN桁数を選択します。

ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して確定します。 

3. PIN設定メニューに入ります。「OLD PIN」を入力してください。入力桁を

キャンセルするには ESC を押します。正しい PINを入力すると、「NEW 

PIN」メニューに入ります。間違った暗証番号が入力された場合、画面に

「ERROR」が表示されます。 

4. 「NEW PIN」を入力 

5. 「CONFIRM」:新しい暗証番号が入力された後、確認のために再度入

力してください。2つの暗証番号が一致しない場合、画面に「PIN NOT 

MATCH」が表示され、メニューは「NEW PIN」に戻ります。 

6. 2つの暗証番号が一致すると、画面に「OK！」が表示され、新しい暗証
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番号が適用されます。 

「PIN PROTECTION」機能を無効にするには、 「NEW PIN」と 

「CONFIRM」の両方に数字を入力する必要はありません。確認のために

ENT を直接押してください。「PIN PROTECTION」を再度有効にするには、

単に新しい暗証番号を数字で設定します 

これらの操作中に ESC キーを押すと、PIN設定メニューが終了します。 

 

4.7 ジョイスティックのキャリブレーション 

長時間使用した後は、ジョイスティックの調整が必要になる場合があります。 

1. ジョイスティックを上/下に動かし、「JOYSTICK CALIB」を選択してくださ

い。 

2. ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して確定し、「JOYSTICK 

CALIB」メニューに入ります。「PAN LEFT」が表示されたら、ジョイスティ

ックを左端まで動かしたままにして ENT を押し、「PAN LEFT」キャリブレ

ーションを終了します。次のメニューに入ります。 

3. 「PAN RIGHT」、「TILT UP」、「TILT DOWN」を校正するには、 「PAN 

LEFT」の設定を参照してください。 

4. 「ZOOM TELE」キャリブレーションメニュー、ジョイスティックを限界位置

まで時計回りに回して ENT を押します。 

5. 「ZOOM WIDE」キャリブレーションメニュー、ジョイスティックを限界位置

まで時計回りに回して ENT を押します。 

6. 「FREE STATE」設定メニュー、何の操作も必要ありません、確認のた

めに ENT を押すだけです。 

7. 上記の設定が完了すると、「<保存>キャンセル」が表示され、保存また

はキャンセルされます。ジョイスティックを左右に動かして選択し、ENTを

押して確認します。 

 

4.8 速度設定 

ジョイスティックの制御速度を設定します。 

1. ジョイスティックを上/下に回して、「SPEED SETTING」を選択します。 
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2. ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して「SPEED SETTING」メニ

ューに入ります。ジョイスティックを上/下に動かして速度レベルを切り替

え、ジョイスティックを右に動かすか ENT を押して確認します。 

 

4.9 初期設定 

キーボード設定を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。 

1. ジョイスティックを上/下に動かして、「DEFAULT SETUP」を選択しま

す。 

2. ジョイスティックを右に動かすか ENT キーを押して「DEFAULT SETUP」

メニューに入り、ジョイスティックを左右に動かしてオプション「<YES> 

NO」を選び、ENT を押して確認します。 

 

 
 


